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「一帯一路」と人民解放軍海軍 

 

はじめに 

今年三月、中国では、第 13 期全国人民代表大会第１回会議が開催され､北京の大会堂で

行われた第５回全体会議において、習近平が中華人民共和国主席及び中央軍事委員会主席

に再選された。少なくとも爾後５年、今会議で国家主席の任期制限が撤廃されたことから、

有力な対抗馬が現われない限り、長期に亘って、習近平が 14 億人に迫る中華世界を率い

ていくことになる。国家副主席には腹心の王岐山を据え、「人民の領袖1」としての地位を

固めたようだ。会議の閉幕に当たり習近平は、「今世紀半ばまでに中国を富強・民主・文明・

調和（和諧）の美しい社会主義現代化強国にする」と述べ、「人類運命共同体構築の陽光が

世界をあまねく照らすようにする2」と強調した。そのために掲げる旗印が中国と欧州を結

ぶ広大な経済圏構想「一帯一路（the Belt and Road）」である。この構想は、中国のあら

ゆる施策に反映され、少なからず、人民解放軍海軍にも影響を与えることになろう。習近

平主席の旗下で中華人民共和国人民解放軍海軍は、どの様な役割を持ち、どの様に兵力整

備を進めて行くことになるのだろうか。 

１．中国の夢を実現する「一帯一路」 

習近平が、2012 年 11 月に中国共産党総書記に初めて選任されて以来、度々口にしてい

る中国の夢、それは「中華民族の偉大な復興」だという。それを実現するための努力目標

が「全面的小康社会を完成させ、近代的社会主義国家を築く3」ことである。「小康社会」

とは、鄧小平の「先冨論」に基づいた「ややゆとりのある社会」を意味している。1978 年

12 月に「改革開放」を宣言した鄧小平は、富める者から先に富むことを奨励し、中国経済

は急速に発展したが、社会に大きな格差と底なしの腐敗を生んだ。習近平は、これを軌道

修正し、格差をなくし腐敗を撲滅して、部分的ではなく社会全体が共に富む近代的社会主

義国家を建設しようとしている。この習近平思想は､「習近平新時代の中国の特色ある社会

主義思想」と呼ばれ、昨年の 10 月に開かれた第 19 回中国共産党大会において、「マルク

ス･レーニン主義」「毛沢東思想」「鄧小平理論」、江沢民が提唱した「三つの代表－重要思

想」及び胡錦涛の「科学的発展観」に並ぶ行動理論（指南）として共産党規約に盛り込ま

れた4。党規約は実質上の憲法であり、習近平思想が名実ともに中国の指針となったわけで

ある。また特筆すべきは、この時さらに、「共に協議し共に建て共に享受するという原則に

従い、一帯一路の建設を推進する5」という文言も党規約に挿入されたことである。中国の

夢を実現すべき努力目標、そのための行動理論、それを具体化していくための構想「一帯

一路」が結びつけられた分けだ。「一帯一路」の最終目的は中国の夢の実現なのである。 

                                                   
1 栗戦書の発言､「習近平同志全票當選為中華人民共和國主席､中華人民共和國軍治委員會主席､是 13 億

多全國各族人民的共同心願。･･･ 軍隊統帥､人民領袖､是新時代中國特色社會主義國家掌舵者､人民的領

路人」､第 13 期全国人民代表大会第１回会議、2018 年 3 月 20 日。 
2 習近平国家主席の重要談話、第 13 期全国人民代表大会第１回会議、2018 年 3 月 20 日。 
3 習近平国家主席の重要談話、第 12 期全国人民代表大会第 1 回会議、2013 年 3 月 17 日。 
4『中国共産党章程』総綱、2017 年 10 月 24 日一部改正。 
5 中文では「遵循共商共建共享原則、推進”一帯一路”建設」と表記。 
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（１）一帯一路とは 

では、「一帯一路」とは何か。五年前の 2013 年 9 月、国家主席に就任して間もない習近

平は、世界が注目する中、中央アジアのカザフスタン共和国を訪問した。その際に、同国

大統領の名前を冠したナザルバエフ大学で講和し、ユーラシア各国の経済連携を緊密にし

て「シルクロード経済ベルト」を建設する構想を初めて打ち出した。引き続き、同年 10 月

にはインドネシア共和国を訪問し、同国会で行った演説では、ASEAN 諸国との海上協力

を強化して共に「21 世紀海上シルクロード」を建設することを提案した。両者を合わせた

構想が「一帯一路」である。遥か二千年前に、世界経済の中心であった古代中華世界と各

地の文明を結んでいた絹の道「シルクロード」を彷彿させるものであり、「平和協力、開放･

包容、相互学習、互恵･Win-Win」の精神を受け継ぐのだと云う6。 

この「一帯一路」と経由する主要都市を表した地勢図が、以下の図表-1 である。 

「一帯一路経済走廊及其径城市分布地勢図」（図表-1） 

（出典：中国国家測絵地理信息局監制「電図号:GS（2016）1764 号」､2016 年） 

地勢図を見ると、「一帯」である「シルクロード経済ベルト」に構築されることになる国際

経済協力回廊（茶色で表示）は、以下の四橋廊であることが分かる。 

① 新ユーラシア・ランドブリッジ（新亜欧大陸橋） 

② 中国・モンゴル・ロシア経済回廊（中蒙俄経済走廊） 

③ 中国・中央アジア・西アジア経済回廊（中国－中亜－西亜経済走廊） 

④ 中国・インドシナ半島経済回廊（中国－中南半島経済走廊） 

                                                   
6 中国国家発展改革委員会･外交部･商務部、「シルクロード経済ベルトと 21 世紀海上シルクロードの共

同建設推進のビジョンと行動」序文、2015 年 3 月 28 日。 
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また、海上に建設される「一路」との連携をより密にするため、更に、以下二つの経済回

廊の建設が進められる。 

⑤ 中国・パキスタン経済回廊（中巴経済走廊） 

⑥ バングラデシュ・中国・インド・ミャンマー経済回廊（孟中印緬経済走廊） 

海上では重点港を拠点として円滑かつ安全な大通路（海上輸送路）を建設することとさ

れているが、この「一路」である「21 世紀海上シルクロード」に名前は付けられていない。

主な海路（青色で表示）は二つあり、通過する海洋を結んで表すと以下のとおりとなる。 

① 南シナ海－マラッカ海峡－アンダマン海－ベンガル湾－アラビア海－アデン湾－  

紅海－スエズ運河－地中海－ジブラルタル海峡－大西洋へ至る海路 

② 南シナ海－（ボルネオ島の南を東航し）ジャワ海－南太平洋の珊瑚海へ至る海路  

そして、「一帯」との協力関係を密にするために、以下の二海路が連接される。  

③ バングラデシュ及びミャンマー沖のベンガル湾をスリランカ沖へ至る海路 

④ パキスタン沖からアラビア海を南下しアフリカ東岸沖へ至る海路 

更に、この地勢図には記されていないのだが、今年の 1 月 26 日、中国政府は「北極政策

白書7」を公表し、北極圏における国際協力を「氷上シルクロード（Polar Silk Road）」と

して「一帯一路」構想に結びつける方針を示した。これは、次のとおり。 

⑤ 東シナ海－対馬海峡－日本海－宗谷･津軽海峡－ベーリング海－北極海－バレンツ海－

ノルウェー海－北海へ至る海路（氷上シルクロード） 

以上、地勢図と公表資料を基に「一帯一路」の国際経済協力回廊等について記述したが、

最近では、この構想が及ぶ範囲は、アフリカ内陸部や南アメリカ大陸にまで拡大している。

もはや地理的区域を特定することは無意味であり、「一帯一路」とは、中国が求める全世界

的な経済圏構想だということができる。 

（２）歓迎する国々 

この「一帯一路」は、新しく建設されるのではなく、既存の経済的枠組みや国際鉄道網

等のインフラを繋ぎ合わせて拡大している。従って、関係諸国や国際機構等の協力が不可

欠なのであるが、当然のことながら、協調する国もあれば、警戒や懸念を表明する懐疑的

な国々もある。主として、中国の巨大な資金援助を求める国々が「一帯一路」構想を歓迎、

若しくは批判をせずに沈黙を保っているが、それらの国々と「一帯一路」に協調する諸機

構は、以下のとおりである。 

＜アジアインフラ投資銀行とシルクロード基金＞ 

「一帯一路」構想を資金面で支える機関が、アジアインフラ投資銀行（AIIB）とシルク

ロード基金である。AIIB は、中国が主導し複数の国が出資して設立された国際開発金融機

関（MDB）で、2016 年 1 月から業務が開始された。一方のシルクロード基金は、「一帯一

路」構想の枠組みによるプロジェクトを推進するため、2014 年末に中国が独自に創設した

基金である。二つの機関は性質が違うが、「一帯一路」を支援する機関であることに違いは

ない。AIIB の任務は、地域の経済発展を促進することで「一帯一路」構想と同調するもの

                                                   
7 中華人民共和国国務院新聞弁公室『中国的北扱政策』、2018 年 1 月 26 日。 
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ではないと関係者はいうが、同時に「AIIB と一帯一路は最終的に連動し、多くの重要な共

通点で融合する」ことも認めている。 

また興味深いのは、AIIB が中国とインドや欧州諸国との協力関係を築くためのツール

になっていることである。AIIB の創設メンバー57 ヶ国には、英･仏･独など欧州 18 ヶ国、

そしてインドも加わっている。特に、インドは AIIB の累計プロジェクト全体の約４分の

一を占める最大の受益国であり、「一帯一路」を警戒するインドも、AIIB の場では中国と

協調せざるを得ない状況にある。 

＜上海協力機構＞ 

ソ連崩壊後、中国との国境交渉や兵力の相互削減などに取り組んだ多国間首脳会議であ

る上海ファイブ（中国､ロシア､カザフスタン､キルギス､タジキスタン）にウズベキスタン

が加わり、2001 年に発足したのが上海協力機構（SCO）である。当初は、アジア太平洋地

域における米国の同盟体制強化に対抗する側面もあったが、近年では、多国間協力機構と

しての性格が強くなってきている。SCO の中央アジア諸国は、「一帯一路」の重要な国際

経済協力回廊である「新ユーラシア・ランドブリッジ（新亜欧大陸橋）」に位置する国々で

あり、「一帯一路」構想の協力国である。ロシアを含め各国は、自国の開発計画を「シルク

ロード経済ベルト」に連繋させることを合意している。昨年 6 月に、パキスタンとインド

が新たに SCO に加わり、加盟国の地域が「中国・パキスタン経済回廊（中巴経済走廊）」

まで拡大した。現在、SCO の準加盟国は、アフガニスタン､ベラルーシ､イラン､モンゴル

の４か国､対話パートナーは、アルメニア､アゼルバイジャン､カンボジア､ネパール､スリ

ランカ､トルコの６か国であり、SCO は「一帯一路」構想の進展と共に拡大している。 

＜ロシアとユーラシア経済連合＞ 

ロシアと中国は、互いに国境を接することから牽制し合う地政学的関係にあるが、本年

6 月 8 日、中国が新設した「友誼勲章」授与式後に習近平と会談したプーチン大統領は、

中露関係を「最高水準の関係だ」と誇示した。その前月の 5 月 17 日には、ロシアが主導

するユーラシア経済連合が、中国との貿易経済協力協定に調印している。ユーラシア経済

連合は、2015 年 1 月 1 日に発足した中央アジア地域の経済同盟であり、ベラルーシ､カザ

フスタン､アルメニア､キルギス及びロシアが加盟国である。ユーラシア経済連合と中国の

「一帯一路」構想とを連携させることは発足時から模索されており、それが実現した形だ。 

かつてはソ連邦の一部であった中央アジア地域に中国の影響力が拡大することを警戒

しつつも、2014 年のクリミア併合で G8 から排除され欧州連合（EU）と疎遠になってい

るロシアは、「一帯一路」構想を介して中国との結びつきを強めている。 

＜ASEAN＞ 

東南アジア諸国連合（ASEAN）の十か国は、中国と南シナ海での領有権問題を抱える国

もあり、基本的には覇権国家を目指す中国を警戒している。しかしながら、中国からの巨

額な経済支援を歓迎しており、反中国の姿勢を露わにしていない。昨年 11 月に行われた

ASEAN 首脳会議の議長声明では、南シナ海仲裁裁判を申し立てたフィリピンが議長国で

あったにもかかわらず、中国と ASEAN 諸国との関係改善が言及され、南シナ海情勢に対
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する懸念は表明されなかった。中国は、ASEAN＋1 や ASEAN 地域フォーラム（ARF）等

に進んで関与し、東南アジア諸国への影響力を広めるための枠組みとして利用している。 

＜南アジア諸国＞ 

 南アジアは、「一帯」と「一路」の連接点であり、中国が重視している地域の一つである。

未確定の国境問題を抱えるインドとの関係は複雑であるが、他の国々へ、中国は積極的な

経済支援を行っている。特に、パキスタンとスリランカへの投資額が顕著に増加している。 

パキスタンは、2015 年 4 月に、「一帯一路」の国際経済協力回廊の一つである「中国・

パキスタン経済回廊（中巴経済走廊）」を整備することについて合意した。この計画には、

鉄道や発電所等のインフラ整備の他に、パキスタン南西部の小さな港町グワダルを巨大な

商業港にする事業が含まれている。パキスタンが中国と契約合意した事業の累計額は、

GDP の 20%を越え、対外債務 900 億＄の内４割が対中債務とされる。パキスタンに対す

る中国の影響力は確実に大きくなっており、建設中のグワダル港が、人民解放軍海軍の補

給基地として利用される懸念がある。また、スリランカは、昨年７月、南部にあるハンバ

ントタ港の使用権（99 年間）を 11 億 2 千万ドルで中国の国有企業、招商局港口に譲渡す

ることを合意した。この港は、中国から 15 億ドルの融資を受けて建設したものであり、譲

渡金は、中国への負債返済に充てられる。まるで高利貸しの様だが、内戦が続き資金不足

に陥っていたスリランカ政府につけ入り中国は大規模な援助を行い、今やスリランカの対

中債務は膨れあがっている。 

＜小島嶼開発途上国＞ 

小島嶼開発途上国（SIDS：Small Island Developing States）とは、国土が小さな島嶼

で構成される開発途上国で、島国固有の脆弱性のために持続可能な開発が困難だとされる

国々である。国連経済社会局（UN DESA）の SIDS リストには、カリブ海、太平洋、及び

アフリカ・インド洋などの 52 か国・地域が挙げられている。これら諸国の多くが、「一帯

一路」構想に基づく中国の資金援助の対象となっている。特に、インド洋のモルディブや、

太平洋島嶼では、パプアニューギニア、フィジー、バヌアツ、サモア等が援助額の多い国

である。また、キリバス、ソロモン、ナウル、ツバル、パラオ、及びマーシャルの６か国

が台湾と国交を結んでいることから、その取り崩しのため、これらの島嶼国に対し中国が

援助攻勢を仕掛ける可能性もある。 

＜16＋1＞ 

温家宝首相の働きかけにより、2012 年に纏められた構想が「16＋1」協力である。「＋1」

は中国を示し、「16」は中東欧及びバルカン半島の以下に示す 16 か国である。「16＋1」は

「一帯一路」構想の一環と位置付けられている。 

・バルト三国（エストニア､ラトビア､リトアニア） 

・中欧：ビシェグラード４（ポーランド､チェコ､スロバキア､ハンガリー）  

・旧ユーゴスラビア（スロベニア､クロアチア､ボスニア･ヘルツェゴビナ､セルビア､ 

モンテネグロ､マケドニア）（コソボは未加入） 

・東南欧（ルーマニア､アルバニア） 
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前記参加国のうち 11 か国が欧州連合（EU）の加盟国であり、その人口は約 1 億人、EU

全 28 か国の約 20%を占める。経済基盤の弱い、特にバルカン諸国に対して欧州の企業は

投資に消極的だが、中国は、この地域の鉄道や道路などの交通インフラ整備への資金援助

を強化している。中国資金の流入に対して、一部には懸念する向きもあるが、総じて各国

とも歓迎をしている。中でもポーランドとハンガリーは、中国との協力に積極的であり、

EU の難民割り当てを非難する等、反 EU 行動もみられる。 

＜ギリシア＞ 

2010 年のユーロ危機において、隠匿していた財政赤字の緊縮を求められたギリシア政

府は、国有財産の処分を迫られ、ピレウス港などの運営権を中国国有企業に売却した。我

が国の練習艦隊も入港する同港は、ギリシア最大、世界第２位の旅客港、東地中海最大の

貨物港である。この港が今や中国遠洋海運集団の子会社である中遠開運港口有限公司

（COSCO）の管理下にある。また、ギリシア不動産購入の４割を中国マネーが占めている

といわれており、ギリシアは、中国の「一帯一路」を歓迎するというよりも、同構想によ

る資金協力を受け入れざるを得ない状況にある。中国の援助で、ピレウス港を起点にして

スコピエ（マケドニア）、ベオグラード（セルビア）、そして、ブダペスト（ハンガリー）

へと至る「バルカン･シルクロード」の建設が開始されている。 

＜中国・アフリカ協力フォーラム＞ 

2000 年から始まった「中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）」は、当初、我が国が

1993 年に始めた「アフリカ開発会議」を意識していたようであるが、今や中国は、九年連

続でアフリカの最大貿易相手国（2017 年の貿易額は 1700 億ドル）であり、その影響力は

遥かに我が国を凌ぐものとなった。同フォーラムは、中国主導の「一帯一路」にアフリカ

諸国を組み込むための手段となり、米国の保護主義に反対する途上国を束ねる場となって

いる。今年 9 月 3 日から 4 日にかけて、「本年最大の主場外交（王毅外相）」といわれる

FOCAC の首脳会談が北京において開かれ、アフリカで唯一中国と国交のないエスワティ

ニ（旧スワジランド）を除く 53 ヶ国が代表団を派遣、30 近い国から首脳級が参加した。

基調演説に立った習近平は「中国とアフリカは､一致協力する運命共同体となっている」と

述べ、この運命共同体を強化するために、既に承諾している 600 億ドルの対アフリカ援助

に加え「600 億ドルの資金援助を再度提供する」とし、「無利息借款の未返済債務を免除す

る」ことについても触れた。アフリカ諸国は歓迎しており、かつては台湾と国交のあった

国々が中国との結びつきを強めている。基調演説の冒頭で習近平は、台湾と断交して新た

にフォーラムに加盟したガンビア（2013 年 11 月台湾と断交）、サントメ･プリンシペ（2016

年 12 月）及び、ブルキナファソ（2018 年 5 月）を紹介し、「熱烈な拍手で歓迎する」と各

国に呼びかけた。 

（３）パックス･シニカへの懸念 

今まで中国の資金援助を手放しで受け入れてきた国の中にも、借金の形に港湾の使用

権を中国に譲り渡したスリランカのような「債務の罠」に陥ることを警戒し始めた国々が

ある。マレーシアでは、今年５月の総選挙で、中国との経済協力を押し進めていたナジブ
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首相が敗北し、92 歳のマハティール第４代首相が返り咲いた。同首相は、「法の支配」を

強調し、前政権が進めた巨額なインフラ投資の見直しに着手、中国企業が手掛ける東海岸

鉄道と２件のパイプライン計画を中断した。同様に、中国がインド洋における「一帯一路」

の要衝と位置づけインフラ整備を支援してきたモルディブでも、今年９月の大統領選挙に

おいて親中派現職が敗北、新政権は中国との契約を見直している。その他にも「一帯一路」

の関連事業を縮小する動きがみられ、パキスタンは、鉄道関連事業費を 20 億＄削減、ミャ

ンマーは、チャオピュー地区港湾への投資を５分の一に減らした。 

やや事情は異なるが、豪州は、今年の 8 月 23 日に、間もなく移行が始まる次世代高速

通信「5G」システムについて、中国の華為技術（ファーウェイ）と中興通訊（ZTE）の参

入を禁じる決定に踏み切った8。同国は元々中国寄りの姿勢を示しており、アジアインフラ

投資銀行（AIIB）に創設メンバーとして参加、2015 年 10 月には、米軍の駐留基地に近い

ダーウィン港を 99 年間中国企業に貸し出す契約を結んでいた。しかし豪政界で、南シナ

海問題で中国寄りの発言をしていた野党・労働党の上院議員が中国人富豪との癒着が取り

沙汰され辞職するというスキャンダルがあり、また、中国の企業や団体から多額の献金が

主要政党に流れていたことも発覚した。豪州は、中国の巨大資金による情報漏洩と内政干

渉の脅威にさらされ、現在では中国との距離をやや開いている。 

これら「一帯一路」構想の綻びともいえる状況の根底には、同構想が、民主主義や自由

主義とは異なる中国を中心とした世界秩序、いわゆる「パックス・シニカ」を形成するた

めのものだとみる各国の懸念がある。今年の５月には、中国北京に駐在する欧州連合（EU）

28 か国の大使の内、ハンガリーを除く 27 か国の大使が、一帯一路を「自由貿易を妨げ、

中国企業に利するように設計されている」として連名で批判した。また、中国が経済的に

重要なつながりを持つ米国との関係は、制裁関税を掛け合う貿易戦争の様相を呈しており、

11 月にパプアニューギニアで開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）では、米中の

対立により首脳宣言を採択することができなかった。このような状況にも係わらず、中国

政府は、党規約にも明記された「一帯一路」構想を後退させる訳にはいかない。同構想が

本格的に始動してから４年余り、どうやら正念場を迎えたようである。 

２．人民解放軍海軍の役割と兵力 

本論は、習近平の「一帯一路」構想の下、人民解放軍海軍の兵力整備がどのように進め

られるのか考察していくのだが、先ずは、人民解放軍海軍の役割とその現有兵力について

整理をしておきたい。 

（１）人民解放軍海軍の成立 

そもそも人民解放軍海軍が創設されたのは、国共内戦末期の 1949 年 4 月 23 日とされ

る。鄧小平らが率いる人民解放軍の第２・第３野戦軍が長江を渡河し、中華民国の首都で

あった南京に入城を果たしたその日であり9、その際、国民党海防第二艦隊司令の林遵が武

装蜂起し、人民解放軍初の海軍部隊である華東軍区海軍の創設を宣言したとされる。当初

                                                   
8 華為技術集団と中興通訊については、米国政府機関も使用を禁じている。 
9 渡江戦役、1949 年 4 月 21 日～6 月 2 日。 
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は、接収した中華民国海軍の戦艦「重慶」や、日本海軍の海防艦、ソ連から供与された駆

逐艦等が主要兵力であったが、逐次発展･増強され現在に至っている。最初に人民解放軍海

軍が求められたのは、台湾に逃れた蔣介石の国民党軍に対峙する陸軍部隊を支援する機能

であり、その役割は副次的なものだった。国共内戦後も人民解放軍海軍は、小規模ながら

以下の実戦を経験しているが、60 年代半ばまでの交戦相手は、中華民国国民党軍であった。 

・1950 年、満山諸島上陸作戦（対､中華民国） 

・1954-1955 年、一江島戦役 （対､中華民国） 

・1965 年、八･六海戦、崇武沖海戦（対､中華民国） 

・1974 年、西沙海戦  （対､ベトナム） 

・1988 年、赤瓜礁海戦（対､ベトナム） 

副次的な役割であった人民解放軍海軍の性格を大きく変えたのは、1995-96 年の台湾海

峡ミサイル危機事案（第三次台湾海峡危機）である。中華民国総統選挙において台湾独自

路線の李登輝優勢が伝えられると、これを威嚇・牽制するために中国は、軍事演習と称し

福建省の人民解放軍を展開させるとともに、台湾の基隆及び高雄沖に短距離弾道ミサイル

を撃ち込んだ。中国政府は前年 94 年に、李登輝氏訪米に際して行った抗議に米国政府が

譲歩したことから米側の出方を甘く見ていた様だが、米国海軍は、インデペンデンス及び

ニミッツの航空母艦２隻とその戦闘群を台湾海峡に展開し対応した。絶対的な海軍力を前

にして中国は人民解放軍を撤収せざるを得ず､この事案は中国政府に海軍力の必要性を痛

感させることになった。この年の暮れモスクワを訪れた李鵬首相は、空母機動部隊に攻撃

を与えることができる対艦ミサイル SS-N-22 を備えたソブレメンヌイ級駆逐艦を発注し、

その後更に、ロシアから攻撃型潜水艦（K 級）や新鋭戦闘機（SU-30）を、98 年にはウク

ライナから、未完成であった航空母艦「ワリヤーグ10」を購入した。この危機事案を契機に

して、中国人民解放軍海軍は急速に近代化され、その役割も変化していくことになる。 

（２）国防白書にみる海軍の役割 

近年の人民解放軍海軍の役割については、中国国務院報道弁公室が 2015 年に発表した

「中国の国防白書11」にみることができる。同書は、中国の軍事戦略に特化した初めての

白書であり、中国政府の世界観とそれに備える安全保障戦略についてよく纏められている。

これによると、人民解放軍の使命は、中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現するた

め、中国共産党創立百周年（2021 年）を迎えるまでに全面的小康社会を完成させ、新中国

成立百周年（2049 年）を迎えるまでに社会主義現代化国家を築くという国家努力目標の達

成を軍事面から保障することである。（その後習近平は、第一の百年目標である全面的小康

社会の建設は、2020 年までに達成されるとした上で、2035 年までに社会主義現代化を実

現し、今世紀半ばまでに中国を、富強・民主・文明・調和（和諧）の美しい社会主義現代

化強国にする、とした。） 

                                                   
10 ソ連時代に設計された「ｱﾄﾞﾐﾗﾙ･ｸｽﾞﾈﾂｫﾌ」級航空母艦の 2 番艦。「中国本土で娯楽施設として使用さ

れる」と云われていたが､2012 年 9 月 25 日に、中国の航空母艦「遼寧」として就役した。 
11 中華人民共和国国務院報道弁公室『中国的軍事戦略』､2015 年 5 月 26 日。 
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軍隊の戦略任務としては、次の８項目が挙げられている。 

① 各種突発事案や軍事的脅威に対処し、国家の領土・領空・領海の主権と安全を守る 

② 祖国の統一を断固として守る 

③ 新分野での安全と利益を守る 

④ 海外での権益と安全を守る 

⑤ 戦略的抑止力を維持し、核反撃行動に備える 

⑥ 地域的及び国際的安全保障協力活動に参加し、地域と世界の平和を守る 

⑦ 反浸透・反分裂・反テロ闘争を強化し、国家の政治的安定と社会の安定を守る  

⑧ 災害支援・権益保護・警戒監視・社会建設支援等の任務を担う 

戦略任務の中で、特に「一帯一路」の影響を強く受けるのは、第④項、及び第⑥項であ

る。「一帯一路」の進展と共に中国の海外権益は拡大し続けており、それに伴い、関係諸国

との国際協力活動も増加している。海外での権益と安全を守り、国際的安全保障協力活動

に参加する主体は人民解放軍海軍であり、必然的に、海洋の重要性と海軍の役割が見直さ

れている。中国の国防白書、第四項「軍事力の建設と発展」には、「重大な安全保障分野」

が挙げられているが、第一に記述されているのは「海洋」であり、「海洋は国家の長期的安

定と持続可能な発展に係わる。大陸を重視し海洋を軽視する伝統的な考えを打ち破り、海

洋の経略、海洋権益の保護を高度に重視しなければならない」とし、現代的な海上軍事力

のシステムを建設して「国家主権と海洋の権益を守り、海洋における国際協力に参与し、

海洋強国を建設するための戦略的支えを提供する12」とされる。 

（３）海外利害密接関係地域 

更に、この国防白書では、初めて「海外利害密接関係地域」の概念が提起された。同書

の第三項「積極防御戦略方針」には、情報化条件下での局地戦争に勝利することを軍事闘

争準備の重点として、積極防御の軍事戦略方針を実行するにあたり「海上軍事闘争と軍事

闘争の準備を拡大し、作戦構想を刷新し、軍事戦略の配置を最適化する」としているが、

その中で、宇宙やサイバー空間への対応と共に、「海外利害密接関係地域における国際安全

保障協力を強化し、海外利益の安全を守る13」と述べられている。この海外利害密接関係

地域こそ、まさに「一帯一路」と結びつく地域であって、人民解放軍海軍の役割は「一帯

一路」構想により主体的なものへと変化し、それが公的に裏付けられている。 

（４）人民解放軍海軍の現有兵力 

この様な役割を持つ人民解放軍海軍は、現在どの程度の兵力を保有しているのだろうか。

中国の 2018 年度国防予算は、前年比 8.1％増の 1 兆 1069 億 5100 万元14（約 18 兆 4 千億

円）であり、我が国の防衛予算の３倍以上、ここ 20 年で、約 12 倍に膨らんでいる。中国

政府が公表する国防費には、兵器購入費や研究開発費などが含まれていないことから、実

体は、その 1.5～2.5 倍とみられる。いずれにしろ、米国に次ぐ世界第二位の規模であり、

                                                   
12 注 11 に同じ、第四項。 
13 中文では、「加強海外利益攸関区国際安全合作、維持海外利益安全」と表記。  
14 李克強首相の政府活動報告、第 13 期期全国人民代表大会第 1 回会議、2018 年 3 月 5 日。 
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潤沢な予算を元に海軍兵力が逐年増強されている。本項では、人民解放軍海軍が近代化す

る転機となった、台湾海峡ミサイル危機事案の生起した 90 年代以降の人民解放軍海軍の

兵力整備について整理する15。 

＜艦艇部隊＞ 

 外洋へ展開する海軍部隊の中核となる航空母艦（空母）については、ウクライナから購

入し 2012 年に就役した「遼寧」（001 型）を基に、その改良型（001A 型）が建造され、

2017 年 4 月に進水し、まもなく就役の見込みである。更に、３･４番艦の建造も始まって

いると云われ、同艦は、電磁カタパルトや原子力推進を採用する可能性がある。 

海軍の主隊となる駆逐艦部隊であるが、米空母戦闘群に対抗するためにソブレメンヌイ

級駆逐艦をロシアから購入したことを前述したが、同級艦は、2006 年までに４隻就役して

いる。国産の駆逐艦としては、1994 年に、主力であった旅大 Luda 級（051 型）駆逐艦に

代わり近代化された旅滬 Luhu 級（052 型）を、99 年には、旅海 Luhai 級（051B 型）を

就役させた。その後、旅滬の後継艦として、2004 年に、旅洋 LuyangⅠ級（052B 型）を、

翌 05 年には中華版イージス艦と云われる旅洋Ⅱ級（052C 型）を就役させ、更に 2014 年

には、広域防空システムを備えた旅洋Ⅲ級（052D 型）の１番艦が就役している。旅海級の

後継としては、旅州 Luzhou 級（051C 型）が、2006 年と 07 年に各１隻就役した。なお

現在、基準排水量約 12,000t といわれる任海 Renhai 級（055 型）の建造が進んでおり、

昨年 6 月 28 日に１番艦の「南昌」が進水し艤装中である。任海級は計 6 隻の建造が始ま

っているようであり、米国防総省は本級を「巡洋艦」と位置付けている。人民解放軍海軍

が運用中の駆逐艦総数は 28 隻とみられ、駆逐艦には、射程 200km を超える鷹撃 Ying-ji 

62（YJ-62）対艦ミサイルが、旅洋Ⅲ級以降には、射程 500km 以上で空母キラーと云われ

る鷹撃 18（YJ-18）が搭載されているようであり、数隻の新型駆逐艦は、超音速巡航ミサ

イルの鷹撃 12（YJ-12）を装備している模様である。 

 フリゲートについては、1991 年に江衛 JiangweiⅠ級（053H2G 型）が、98 年には改良

型である江衛Ⅱ級（053H3 型）の就役が始まり、現在 14 隻の江衛級が運用されている。

また、2005 年になると、防空能力を向上させた江凱 JiangkaiⅠ級（054 型）が、08 年に

は垂直発射装置を装備した江凱Ⅱ級（054A 型）がそれぞれ就役した。江凱級は、24 隻が

運用されており、更に数隻が建造中とみられる。フリゲートより小型のコルベットについ

ては、江島 Jiangdao 級（056 型）が量産され、2017 年末の時点で 35 隻が就役、継続し

て 60 隻以上が建造される見込みである。フリゲートとコルベットには、射程 120km の鷹

撃 83（YJ-83）対艦ミサイルが装備されている。 

＜海軍航空兵＞ 

海軍の作戦行動を支援するため、人民解放軍海軍航空兵の部隊が編成されている。人員

約３万人、殲撃型 J-10、J-11、及びロシア製 Su-30 等の戦闘機、対艦ミサイルを装備した

轟炸型 H-6 戦闘爆撃機、早期警戒や情報収集に使用できる運輸型 Y-8、Y-9 等の多目的機、

                                                   
15 本項は、主として、防衛省防衛研究所「中国安全保障レポート 2016」2016 年 3 月 1 日及び、米国

防総省議会報告「Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 

2018」2018 年 8 月 16 日を参考に記述。 
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及び対潜ヘリコプターなど、約 400 機の航空機を運用している。海軍機関直轄部隊の他、

各艦隊に２個航空師団が配備され、2013 年 5 月に整備された空母艦載機部隊である第一

航空母艦航空連隊は直轄部隊であり、遼寧省興城市に所在する。空母艦載機は、ロシア製

Su-33 を基に中国製の兵装を施した殲 Jian-15（J-15）であり、今まで 21 機が生産され、

空母「遼寧」で運用されている。 

＜潜水艦部隊＞ 

弾道ミサイル原子力潜水艦（SSBN）は、夏 Xia 級の後継である晋 Jin 級（094 型）の

４隻が 2007 年以降就役している。晋級には、ロケット軍が運用する大陸間弾道弾、東風

Dongfeng 31（DF-31）の潜水艦発射型である巨狼 Ju- lang 2（JL-2）（射程 8,000km）が

12 基搭載されており、中国の戦略核抑止力の一端を担っている。今後 2020 年前半までに、

新型の潜水艦発射弾道ミサイル、巨狼 3（JL-3）（射程 12,000km 以上）を 24 基搭載する

次世代 SSBN 唐 Tang 級（096 型）の建造が始まるといわれる。 

攻撃型原子力潜水艦（SSN）は、漢 Han 級の後継である商 ShangⅠ級（093 型）が 2007

年までに２隻就役し、2014 年から就役した商Ⅱ級（093A 型）と合わせて５隻が任務につ

いている。2020 年代半ばまでに新しい SSN 商級改（093B 型）が建造されるようである。

商級には、旅洋Ⅲ級と同じく、最新の国産巡航サイル鷹撃 18（YJ-18）が搭載されており、

将来装備の商級改は、対水上艦能力だけでなく対地攻撃能力も保有するといわれている。 

通常動力型の潜水艦（SS）については、1995 年から就役が始まったロシア製 K 級ディ

ーゼル潜水艦 12 隻、国産では、99 年就役の宗 Zong 級（039/039G 型）14 隻、2006 年に

就役した新型の元 Yuan 級（041 型）17 隻が運用されている。元級は、宗級よりも静粛性

が格段に向上し、非大気依存推進（AIP）の採用により長時間の潜没航行が可能と云われ

る。2020 年までに 20 隻となる見込みであり、商級 SSN と同じ鷹撃 18（YJ-18）が搭載

されている。 

＜揚陸艦部隊＞ 

一つの中国を実現するための兵力である揚陸艦についても 2000 年代から近代化が進ん

でいる。2007 年に一番艦が就役したドック型輸送揚陸艦（LPD）玉昭 Yuzhao 級（071 型）

は、基準排水量 12,300t、全長 210m、戦車 20 両・兵員 800 人の輸送が可能で、現在５隻

が運用されている。また、2015 年 7 月に、南海艦隊が南シナ海で行った上陸演習では、ロ

シア製エアクッション揚陸艦（LCAC）、ポモルニクが初めて登場した。人民解放軍海軍の

揚陸能力は、戦車 400 両、人員 1 万名以上といわれ、米国に次ぐ能力である。現在、上海

の滬東中華造所では、米海軍のワスプ級に匹敵する全長 250m、排水量４万ｔの新型強襲

揚陸艦（075 型）が建造中とされる。 

＜海軍陸戦隊＞ 

上陸作戦や特殊作戦を遂行する海軍陸戦隊は、南海艦隊の隷下にあり、湛江に第 1 及び

第 164 陸戦兵旅団を有する。人員約 1 万名であり、旅団ごとに、水陸両用戦車／強襲車、

30～40 輌、水陸両用兵員輸送車、約 100 輌が配備されている。陸戦隊員は、昨年 7 月に

開設された中国初の海外軍事拠点であるジブチ保障基地に配属されている。 
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３．習近平の軍事改革 

軍事改革を進めていくために、中央軍事委員会に「国防及び軍隊改革深化領導小組」が

新設されたが、2014 年 3 月 15 日に開催された第一回全体会議において組長に選出された

習近平は、「2015 年から 2020 年までに軍事改革を行い､新時代の現代化システムを構築す

る」と述べた。 

（１）建軍 90 周年祝賀大会における習近平の訓示 

軍事改革の趣旨は、建軍 90 周年祝賀大会の訓示に表れている。孫文の死後、国共分離で

武漢政府から退いた共産党は、1927 年 8 月 1 日に武装蜂起し江西省南昌を攻略、革命委

員会を組織した。この日が中国人民解放軍の建軍記念日とされている。2017 年 8 月 1 日、

習近平中央軍事委員会主席は「中国人民解放軍建軍 90 周年祝賀大会」に臨み、人民解放軍

の機構及び組織改革が新たな段階に入ったことを明らかにした。祝賀大会における訓示の

内容は、「中央軍事委員会が総てを管理し､戦区を中心に戦い､軍種を中心に建設16する新構

造を構築して軍の組織形態を全面的に再形成することにより、軍はその体制・仕組・構造

等の様相を一新した」というものであった。人民解放軍の様相を一新したという軍事改革

は具体的にはどう実施されたのか、「中央軍事委員会が総てを管理」し「戦区を中心に戦い､

軍種を中心に建設」するという新構造はどの様に構築されるのか。 

（２）中央軍事委員会が総てを管理 

習近平の軍事改革が第一に求めているのは、人民解放軍の最高指導権（領導権）及び指

揮権の総てを中国共産党中央軍事委員会に集約して、統一管理下に置くことである。中国

の憲法では、国家中央軍事委員会が「全国の武装力を領導する17」と規定されているが、

「中国共産党が国家を領導する」ことも明記されており、更に国防法では、「中華人民共和

国の武装力は中国共産党の領導を受ける」とされる。国家と党、両中央軍事委員会の構成

員は同じなのであるが、国家の委員会ではなく党の中央軍事委員会が、中国の武装力であ

る人民解放軍及び人民武装警察部隊、並びに中国民兵の最高指導機関として位置づけられ

ることになる。この中国共産党中央軍事委員会の権限を更に強化し、人民解放軍の各軍を

統合運用の実施可能な部隊に改編することが、軍事改革における習近平の目論見である。 

＜陸軍指導機構､ロケット軍､戦略支援部隊の設立＞ 

真っ先に習近平が手掛けたのは、「陸軍指導機構（指導組織）」、「ロケット軍（火箭軍）」

及び「戦略支援部隊」の設立である。習近平の軍事改革が始動し、また「一帯一路」の構

想18が明らかとなった 2015 年の暮れ、12 月 31 日に習近平は、「中国人民解放軍陸軍指導

機構、ロケット軍、戦略支援部隊の創設大会」に出席し部隊を激励した。「陸軍指導機構」

とは、言うなれば陸軍司令部である。従前、人民解放軍の作戦指揮は中央軍事委員会総参

謀部が担ってきたが、国共内戦時代から人民解放軍は陸軍が主体であり、総参謀部は即ち

陸軍司令部であった。その後、海・空軍が創建され、総参謀部の下に各々の軍司令部が編

                                                   
16 中文では「軍事委員会管総､戦区主戦､軍種主建」と表記。 
17「中華人民共和国憲法」第 93 条第 1 項、1982 年。 
18 国家発展改革委員会と外交部及び商務部「シルクロード経済ベルトと 21 世紀海上シルクロードの共

同建設推進のビジョンと行動」、2015 年 3 月 28 日。 
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成されたが、今回の軍事改革では、陸軍司令部の機能を総参謀部から切り離し、海・空軍

司令部と並列に「陸軍指導機構」を置くものである。この改編は、軍閥化した陸軍の弱体

化を企図して進められたという意味合いもあるが、基本的には、中国共産党中央軍事委員

会の領導機能を強化した結果である。併せて、中央軍事委員会の組織そのものも改組され

ているが、それについては後述する。 

次の「ロケット軍（火箭軍）」は、核ミサイル攻撃に対応するため 1966 年 7 月 1 日に創

設された「第二砲兵」の名称変更である。この改革で、陸軍に従属する第二砲兵という装

いであった部隊が、核の脅威から中国を守る現代化「ロケット軍」として、陸・海・空軍

に並ぶ四大軍種の一つとして位置づけられることになった。機能的にも、弾道ミサイルか

ら戦略潜水艦まで、中国の核戦力全般を掌握する「戦略的威嚇の核心力」として発展して

いくものと思われる。 

最後の「戦略支援部隊」については、2016 年 8 月 29 日に習近平が同部隊を視察した際

に、「戦略支援部隊建設において最も必要なのは革新」である旨の訓示を行っているが、ど

のような任務を担う部隊なのか明らかではなかった。しかし最近、徐々にその組織編成等

が知れることになり、どうやら、我が国の「内閣衛星センター」と防衛省「情報本部」の

役割を合わせ持った部隊の様である。隷下には、「軍事航天部隊」と「ネットワーク情報戦

部隊（網路信息戦部隊）」があり、前者が北斗等の「衛星管理」を、後者が「情報、技術偵

察、電子戦、サイバー戦、心理戦」等を担当するものとみられる。「戦略支援部隊」設立の

目的を、「宇宙軍」の創設とみる向きもある19。 

＜中央軍事委員会の改組＞ 

陸軍指導機構の新設と併せて、2016 年 1 月 11 日に、今まで「総政治部、総参謀部、総

后勤部、総装備部」の四総部制であった中央軍事委員会の執行（工作）機関も改組され、

新しい組織は、職能ごとに細分された以下の 15 部門となった。 

・弁公庁 ・聯合参謀部 ・規律検査委員会 ・審計署 

・政治工作部 ・政法委員会   ・機関事務管理総局 

・后勤保障部 ・科学技術委員会  

・装備発展部 ・戦略弁公室 

・訓練管理部 ・改革・編制弁公室 

・国防動員部 ・国際軍事協力（合作）弁公室 

先に、総参謀部から陸軍司令部の機能が切り離され「陸軍指導機構」が新編されたこと

を述べたが、この中央軍事委員会内の改組により、総参謀部は、「中国共産党中央軍事委員

会聯合参謀部」となり20、かつての総参謀部の機能は、「聯合参謀部」「訓練管理部」「国防

動員部」「戦略弁公室」及び「国際軍事協力弁公室」に分散されたものと思われる。また、

情報関連機能の一部は、「戦略支援部隊」へ移管されたようである。 

                                                   
19 田中三郎「中国人民解放軍『戦略支援部隊』創設」、軍事研究 2016 年 9 月号。 
20 人民網日本語版「軍事委員会機関の改組がほぼ完了（2016 年 1 月 12 日）」、

http://j.people.com.cn/n3/2016/0112/c94474-9002437.html 、2018 年 8 月 19 日閲覧。 
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＜中国海警局を人民武装警察部隊に移管＞ 

中央軍事委員会が武装力の総てを管理することに関して、今一つ記述しておかなければ

ならないのは、「中国海警局」の所属替えである。今年 3 月、中国共産党は、国務院・国家

海洋局21に属していた海警局を人民武装警察部隊に移管する機構改革案を公表した。これ

に基づき、6 月下旬の全国人民代表大会常務委員会で、7 月 1 日からの正式移管が決定さ

れた。国務院の傘下で領海警備等の任務に当たっていた海警局が、中央軍事委員会の領導

を受ける人民武装警察部隊の編成下に入った分けである。「中国海警局」は、元々は国家海

洋局の「中国海監」、農業部の「中国魚政」、公安部の「辺防海警」及び海関総署の「海上

緝私警察」が整理統合された部隊であり、今回の改編により、中央軍事委員会が、人民解

放軍海軍も含めて、海上における中国の法執行機関の総てを一元管理することになった。 

なお、人民武装警察部隊に移管した後の海警部隊名は「海警総隊」となったが、対外的

には「中国海警局」の名称が引き続き使用されている。 

（３）戦区を中心に戦い、軍種を中心に建設 

習近平の軍事改革は加速している。陸軍指導機構、ロケット軍及び戦略支援部隊の創設

から一か月後の 2016 年 2 月 1 日、「中国人民解放軍戦区成立大会」で習近平は、五つの戦

区司令官及び政治委員に軍旗を授与した。従来、人民解放軍の部隊は軍区編成であり、鄧

小平が 1985 年に、100 万人の兵力を削減すると共に、以前の十一軍区を、瀋陽、北京、済

南、南京、広州、成都、及び蘭州の七軍区に整理統合した。これを習近平は、五つの戦区

に変え、人員 30 万人を削減する。戦区成立大会の訓示で習近平は、「（戦区の設置は）中央

軍事委員会が中国の夢、軍事力強化の夢に着眼して行った戦略的決定であり･･･中国軍の

聯合作戦体系を構築する歴史的進展」であることを強調し、「各戦区には平和を維持し戦争

に勝つ使命がある」と述べた。 

＜七軍区から五戦区へ＞ 

軍事改革により成立した五つの戦区とは、北部､中部､東部､南部､そして西部戦区であり、

次頁の図表-2 のとおりである。 

戦区の範囲については公式に発表されてはいないが、この図表から考えると、満蒙を含

む北部戦区は、以前の瀋陽軍区に北京軍区の内蒙古自治区と済南軍区の山東省を加えた範

囲となる。飛び地のような形で山東省が入れられたのは、統合運用を考慮し、北海艦隊の

司令部が所在する青島海軍基地を含めた為と思われる。ロシア及び北朝鮮に接する国境の

防衛や大圏軌道で飛来する米国弾道ミサイルから首都を守る役割が考えられる。中部戦区

は、北京軍区の河北省及び山西省と済南軍区の河南省、蘭州軍区の陝西省、広州軍区の湖

北省で構成され、北京､天津､西安､武漢などの大都市が含まれる。首都及び重要都市の防衛

及び治安維持が任務か。東部戦区は、南京軍区と同じ区域がそのまま戦区となっている。

東シナ海に面した台湾有事に備える戦区であり、尖閣諸島や第一列島線を越えての人民解

放軍の活動は、この東部戦区の主管となるのであろう。南部戦区は、広州軍区の湖北省以

                                                   
21 国務院の機構改革で、国家海洋局は国家測量地理情報局と共に国土資源部に統合され、自然資源部

が発足した。 
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外と成都軍区の貴州省及び雲南省からなる。南シナ海に面すると共に、ベトナム、ラオス、

及びミャンマーと国境を接していることから、「一帯一路」との関係が最も深い戦区である。

最後の西部戦区は、陝西省以外の蘭州軍区と、成都軍区の重慶市、四川省及び西蔵自治区

からなる。最も広い戦区であり、独立問題を抱える東トルキスタンやチベット、並びに、

国境が画定していないカシミール地方やインド北東部のアルナーチャル・ブラディ州は総

てこの戦区に含まれる。 

図表-2「中国人民解放軍の五戦区」 

 

（出典：「日本の防衛」平成 30 年版 防衛白書､98 頁） 

＜聯合作戦指揮センター及び聯勤保障部隊の整備＞ 

戦区の成立と共に、聯合作戦指揮センターと聯勤保障部隊が整備された。軍区制の編成

をとっていたときにも、平時の軍区、有事の戦区という考え方があり、有事の統合作戦を

円滑に行うため、「聯合作戦指揮センター（中心）」が建設されており、総参謀部聯合作戦

指揮センターを頂点に、広州､南京､北京に戦区聯合作戦指揮センターが置かれ、2014 年に

は上海に、東シナ海（東海）聯合作戦指揮センターが完成している。今回の七軍区から五

戦区への編成改革に合わせ、かつての総参謀部作戦部聯合作戦指揮局を基に「中央軍事委

員会聯合作戦指揮部／聯合作戦指揮センター（中心）」が創設され、2016 年 4 月 20 日に

習近平が「総指揮」となった。更に五戦区にも、戦区統合司令部としての機能を持つ「戦

区聯合作戦指揮センター（北京､沈阳（奉天）､南京､広州､成都）」が建設された。これに併

せて、同年 9 月 13 日には、統合作戦の後方（兵站）を担当する「聯合後方勤務保障部隊

（聯勤保障部隊）」が設立された。この聯勤保障部隊は、かつての総后勤部・武漢后方基地

と軍区聯勤部を基に編成され、「聯勤保障基地（武漢）」とその監理を受ける各戦区の「聯

勤保障センター（鄭州､沈阳､無錫､桂林､西寧）」で構成される（図表-3）。なお、作戦以外
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作戦指揮 

平時の兵站監理 

の人事・教育や兵力整備等に係る部隊管理は、陸･海･空等の軍種ごとに行われる。これら

の改革により、「戦区を中心に戦い､軍種を中心に建設」する体制が整った分けである。 

図表-3 「聯合作戦指揮・兵站監理体制」 

＜中央軍事委員会＞                    ＜戦 区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他の編成改革 

習近平の軍事改革は、情報化条件下での局地戦争に勝利するため、軍民融合型の発展体

制を構築し、武装力の指揮及び領導権限を中央軍事委員会に集約し、統合運用に耐え得る

部隊を創ることであった。最も重要なのは、指揮・領導機構の改革であり、これまで述べ

てきたとおりである。更に、この機構改革に合わせて、軍及び兵種の比率を適正化するこ

とを目的として以下の改革が行われている22。 

① 18 個陸軍集団軍を 13 個に削減 

② 空軍は現有兵力を維持、海軍及びロケット軍を増強 

③ 非戦闘機関と要員の削減 

④ 30 万人の兵力削減（作戦部隊要員は増加） 

⑤ 軍事院校、科学研究機構及び訓練機構の改革を促進 

４．「一帯一路」の旗の下に～人民解放軍海軍の兵力整備 

近年、第一列島線を越えた人民解放軍海軍の行動は、西太平洋海域以外にも急速に拡大

している。水上艦部隊が、2009 年の 1 月からアデン湾及びソマリア沖での海賊対処活動に

参加しており、潜水艦についても、2014 年に宗級がコロンボに、翌 15 年には元級がカラ

チに寄港した。また、同年５月には、地中海においてロシア海軍との合同演習が行われて

いる。これらの行動は、「一帯一路」構想と無関係ではない。同構想の進展により中国の権

益が世界中に拡大したことから、その安全を保障する人民解放軍海軍の行動も必然的に増

加せざるを得ない状況となっている。 

（１）海軍戦略の行方 

「一帯一路」の旗下で活発化している人民解放軍海軍の活動は、どのような戦略に基づ

き行われているのだろうか。人民解放軍海軍創設（1949 年）以降の中国海軍戦略は、以下、

三期の変遷過程に分けることができる23。 

・Ⅰ期：1950 年代～1970 年代 「沿岸防御・近岸防御」 

                                                   

22 中央軍事委員会軍隊規模機構・力量編成改革会議、2016 年 12 月。 

23 中国軍事科学院軍事戦略研究部『戦略学』、軍事科学出版社、2013 年。 

聯合参謀部 
中委聯合作戦指揮部 

(中委聯合作戦指揮中心) 

戦区聯合作戦指揮中心 

(北京､沈阳､南京､広州､成都) 

后勤保障部 
聯勤保障基地 

(武漢) 

戦区聯勤保障中心 

(鄭州､沈阳､無錫､桂林､西寧) 
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・Ⅱ期：1980 年代～2000 年初 「近海防御」 

・Ⅲ期：2000 年代～現在    「近海防御・遠海防衛（護衛）」 

第Ⅰ期は、海軍創設から 1970 年代までの「沿岸防御・近岸防御」戦略である。この初期

の時代における中国海軍の役割は、第２項で述べたように、台湾に逃れた蔣介石の国民党

軍に対峙する陸軍部隊を支援することであり、陸上戦闘の沿岸海域への限定的な延伸を意

味する「沿岸防御」から、海上での独立した戦闘を想定した「近岸防御」へと移行する段

階であった。「近岸」とは、渤海や黄海、東シナ海等、中国の領海及び接続水域をそれほど

離れない概念であったものと思われる。次の第Ⅱ期「近海防御」は、鄧小平の時代であり、

当時の海軍司令員、劉華清は、いわゆる第一列島線24に防衛線を敷く概念を打ち出した。

この期間、1989 年には冷戦が終結して、ロシア・中国間の国境問題が改善に向かった結果、

人民解放軍は海洋へ向けられることになった。1992 年には、尖閣諸島や西沙・南沙諸島を

中国の領域とした「領海法」が施行され、翌 93 年の全国人民代表大会では、李鵬首相が

「防御の対象に海洋権益を含める」ことを表明し、その後、97 年施行の「国防法」に海洋

権益を維持することが明記された。「近海防御」とは、概ね第一列島線までの中国の統一と

海洋権益を守る戦略である。第Ⅲ期の 2000 年代に入ると中国海軍の近代化が進み、その

活動範囲も拡大した。この時期、中国経済の急速な発展により、原材料や製品の交易に不

可欠な海上交通路の保護や、石油や天然ガス等の海洋資源開発など、海洋における権益や

利益を守ることの重要性が認識され、中国の海軍戦略は、「近海防御」に併せて、第一列島

線を越えた「遠海防衛」をも重視するものとなった。「遠海」とは、第一列島線を東に越え

た西太平洋だけでなく、西方のインド洋やアラビア海なども含める概念である。 

この「近海防御・遠海防衛」の戦略は、中国の国防白書では、「近海防御・遠海護衛」と

いう表現に代わっており、これこそ、「一帯一路」の進展に伴う戦略の変更と思われる。「近

海防御」においては、先に述べたように、概ね第一列島線までの海域を防御する、いわゆ

る A2／AD（接近阻止・領域拒否）の能力が求められ、これは「核心的利益」に対する米

海軍の干渉を防ぐことを考慮したものであった。しかしながら、今や中国海軍が防衛する

範囲は、世界中に拡大している在外権益に沿う形で、東へ西へと広がっている。この第一

列島線を越えた海域を防衛するためには、在来の防衛力を「遠海」まで機動展開させる能

力が必要であるとともに、「一帯一路」構想の下、「海洋強国を建設するための戦略的支え

を提供する」ために、人民解放軍海軍が国際平和協力活動へ積極的に参与することが緊要

となった。海軍戦略の「遠海防衛」から「遠海護衛」への変更は、ソマリア沖・アデン湾

での海賊対処活動などの国際平和協力活動を念頭に、「遠海」での海軍活動における国際協

調的な側面を強調したものと思われる。人民解放軍海軍は、「近海防御」と「遠海護衛」の

戦略要求に基づき、近海防御型から近海防御と遠海護衛の融合型へとシフトし、戦略抑止

及び反撃力、海上機動戦闘力、海上聯合作戦能力、及び綜合防衛作戦・綜合保障能力を向

上させることを求められている25。 

                                                   
24 九州を起点に､沖縄､台湾､フィリピン､及びボルネオ島を結ぶ列島線を指す。 
25 注 11 に同じ、第四項「軍事力量建設発展」 
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（２）人民解放軍海軍の兵力整備 

習近平が「一帯一路」構想を東へ西へと展開していく上で人民解放軍海軍に求められて

いるのは、「近海」及び「遠海」における以下の能力であることを前項で述べた。本項では、

それぞれの要求能力ごとに、人民解放軍海軍が進める兵力整備について考察する。 

・戦略抑止及び反撃力 

・海上機動戦闘力 

・海上聯合（統合）作戦能力 

・綜合防衛作戦・綜合保障能力 

＜戦略抑止及び反撃力＞ 

2015 年末にロケット軍が創設されたことから、中国の戦略抑止力及び反撃力は一元的

に運用されることになると思われるが、海軍が監理する核戦力は、弾道ミサイル原子力潜

水艦（SSBN）である。前述したように、現在４隻の晋級（094 型）SSBN が就役している

が、逐次、次世代の SSBN、唐 Tang 級（096 型）に交替していくものとみられる。戦略

抑止及び反撃力を維持するには、SSBN×1～2 隻を常時パトロールに出しておく必要があ

るが、黄海や東シナ海は水深 100m 以浅の海域であり行動の自由が確保できず、第一列島

線を越え西太平洋に出ると米海軍に追従される恐れがあり、また、南シナ海では、米本土

を弾道ミサイルの射程に収めることができない。人民解放軍海軍の SSBN に関する兵力整

備は、これらの矛盾点を解決する方向へ進むものと思われる。現在計画中と云われる唐級

（096 型）に搭載する予定の新型弾道ミサイル巨狼 3 号（JL-3）の射程は、12,000km を

超えると云われており、これが完成すれば、南シナ海から米国本土西海岸を攻撃すること

が可能になる。同ミサイルの完成予定は 2020 年頃とみられており、それ以降は、南シナ

海を SSBN の展開海域として、今以上に囲い込み聖域化する恐れもある。中国が戦略抑止

力と反撃力を構成する上で、残存性の高い SSBN は不可欠であり、今後とも、４～６隻の

SSBN が維持されるものと思われる。 

＜海上機動戦闘力＞ 

海上機動戦闘力の中核は航空母艦である。空母「遼寧」（001 型）の改修型（001A 型）

が 2017 年に進水し、更に、カタパルトを備えると思われる３､４番艦の建造が進んでいる

ことを述べたが、「近海防御」における A2/AD（接近阻止・領域拒否）と「遠海護衛」のた

めの展開との二正面を考慮すれば、空母の所要数は、最低でも４隻、運用の柔軟性を考慮

すると６隻程度が必要と見積もられる。更に、空母を戦力化するためには、護衛の駆逐艦、

航空機及び攻撃型原子力潜水艦（SSN）で空母打撃群を編成する必要があり、そのために、

駆逐艦については、近代戦に必要な各種装備を搭載するため、また、「遠海」へ展開できる

ような耐洋性を持たせるために大型化が進み、航空機や SSN についても、それに見合う

性能が求められることになる。特に、駆逐艦は対潜戦（ASW）能力、航空機は哨戒能力、

SSN は対艦攻撃能力の向上が進むものと思われる。二個空母打撃群を構成するためには、

少なくとも、駆逐艦 16 隻、SSN×6 隻、及び戦闘攻撃機・早期警戒哨戒機・電子戦機・輸

送機各２個航空団（隊）が必要となろう。 
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2016 年の 12 月 25 日、空母「遼寧」を中心に、ミサイル駆逐艦 3 隻、及びフリゲート

艦 2 隻から成る艦隊が第一列島線を越え西太平洋に進出した。「遼寧」には、呉勝利海軍司

令員（当時）が乗り込み艦載機「殲 15」の発着艦訓練等を視察した。空母機動部隊の実力

化は着々と進んでいる。 

＜海上聯合作戦能力＞ 

海上における統合作戦を円滑に遂行するには、第一に、指揮統制機能（C4I）26を向上す

る必要がある。陸・海・空各軍の指揮命令に関する要務を統一することは勿論であるが、

命令や情報を下達すると共に部隊からの報告を受けるための衛星通信システム、それを秘

匿する暗号、部隊間で情報交換を行う戦術データ・リンクなどの規格を陸海空で共有しな

ければならない。人民解放軍海軍は、英国製や仏国製の衛星通信装置や戦術情報処理装置

を基に C4I の能力を向上させてきており、旅洋Ⅲ（052D 型）に搭載されている JSIDLS

と呼称される最新の戦術データ・リンク27は、NATO 軍が運用する LINK16 に匹敵する能

力を持つといわれているが、陸軍や空軍と連接できるものなのかどうか明らかではない。

人民解放軍は「情報化条件下での局地戦争に勝利する」という。情報が重要視される条件

下において統合作戦能力を向上するため、あらゆる手段を使い、C4I 機能を充実させてい

くことになるだろう。 

＜綜合防衛作戦・綜合保障能力＞ 

海上機動戦闘力を構成する正面装備を拡充しても、それを保障する能力、つまり後方支

援（兵站）を担う海上輸送及び補給能力がなければ、所要の戦闘力を発揮することはでき

ない。人民解放軍海軍の補給艦は、2002 年に一番艦が起工された福池 Fuchi 級（903 型）

が主力であり、現在６隻が稼働している。同艦は、満載排水量２万ｔ以上、全長 178.5m で

あり､艦艇用燃料 7,900t 及び航空燃料 2,500t の補給が可能である。同級補給艦は､2008 年

から開始されたソマリア沖海賊対処活動に継続派遣されている。今後、空母機動部隊の拡

充､駆逐艦等の大型化､国際支援活動の増加などが見込まれることから、海上補給・輸送の

所用も拡大傾向にあり、更なる補給艦の増勢が見込まれる。既に昨年９月には、４万 t の

綜合補給艦、「呼倫湖」（901 型）が就役し､2 番艦が艤装中､3・4 番艦が建造中である。 

綜合防衛作戦能力を拡充する上で、更に重要なのは、揚陸能力の向上である。2007 年に

12,300t の玉昭 Yuzhao 級（071 型）ドック型輸送揚陸艦が就役したことを先に述べたが、

同級艦は、現在５隻が運用され、更に１隻建造中である。また、上海の滬東中華造船では、

排水量約４万ｔの新型強襲揚陸艦（075 型）を建造中であり、2020 年に就役予定である。

同艦は、全長 250m、ヘリコプター約 30 機を搭載、空母並みの全通甲板を持つことから、

４機同時の離着艦が実施でき、VTOL（垂直離着陸）固定翼機の運用も可能とみられる。

今後、揚陸艦は対台湾作戦に必要な兵力というだけでなく、「一帯一路」の下に拡大してい

る中国の海外権益を守るための兵力として拡充されていくものと思われる。ジブチの保障

基地に配属された陸戦隊員は、揚陸艦「井岡山」（071 型の 2 番艦）で現地に向かった。 

                                                   
26 C4I：Command Control Communication Computer Intelligence system 
27 JSIDLS：Joint Service Integrated Data Link System, 全军综合数据链系统。 
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人民解放軍海軍陸戦隊は、南シナ海の前哨線に対する所要だけでなく、前述したジブチ

保障基地のような世界中の海外権益を保障するために活用される兵力であり、ますますの

拡充が見込まれる。昨年、陸軍からの転属で、北部戦区海軍に１個陸戦隊旅団が新編され

たが、最終的には、７個旅団３万人の規模まで拡充されると予測されている28。揚陸艦の

増勢と併せて、人民解放軍海軍は陸戦隊の遠征能力を拡大していくものと思われる。 

 その他、綜合防衛作戦・保障能力を高めるための施策として、人民解放軍海軍と海警総

隊及び海上民兵との連係を強化していくことが考えられる。今年 7 月 1 日に、中国海警局

が人民武装警察部隊に移管されたことを第２項で述べたが、それより以前の 1 月 1 日に、

国務院と軍事委の二重指揮下にあった人民武装警察部隊の指揮権が中央軍事委員会に一本

化されている。これにより、人民解放軍海軍、海警総隊（中国海警局）、そして国防動員部

の指導を受ける海上民兵という海上における中国の武装力量の総てが一元的に中央軍事委

員会の領導を受ける形になった。2016 年 8 月 5 日、尖閣諸島の接続水域で 200～300 隻の

中国漁船が操業する中、最大 15 隻という多数の中国公船が同じ海域に集結して、中国漁

船に続いて領海侵入を繰り返すという事象が海上保安庁により確認されている29。漁船に

は海上民兵が乗り組んでいた模様であり、この時、中国公船と、どれほどの連係が成され

ていたのかは定かでないが、今後は、組織上も、三つの武装力量を連繋させた活動が増え

ることになろう。（2009 年の南シナ海における米海軍情報収集艦 USNS Impeccable に対

する妨害活動も海軍及び魚政と海上民兵が連繋して行ったものとみられている。） 

人民解放軍海軍と海警総隊及び海上民兵との連係を強化するための兵力整備としては、

武装力量共通の通信・暗号系の確保、人民解放軍海軍からの移管による公船の大型近代化、

海上民兵の組織化などが考えられる。 

（３）人民解放軍海軍が展開する「海外利害密接関係地域」 

それでは、兵力を整えた人民解放軍海軍が第一列島線を越えた「遠海」で展開する「海

外利害密接関係地域30」は、どの海域なのか。 

人民解放軍建軍 90 周年の昨年 8 月 1 日、中国は初の海外軍事基地をジブチ共和国に開

設した。ジブチは、アデン湾と紅海を繋ぐバブ･エル･マンデブ（Bab-el-Mandeb）海峡に

面した海上交通の要衝であり、一日に 370 万バレルの石油が沖を通過する。中国の進出は

「防衛的なもの」であり、国連平和維持活動の支援や緊急時の中国人の避難に役立つのだ

というが、真の意図は、地政学上のチョーク･ポイントであるジブチに人民解放軍海軍のプ

レゼンスを示すことにより、この海域で行動する米国やインド等を牽制することであり、

また、アフリカへ進出するための玄関口を押さえ「一帯一路」を軍事面から保障すること

にあると思われる。この様に、「一帯一路」の旗の下に行われる人民解放軍海軍の活動は、

今や世界中に広がっており、軍事基地は建設されていないものの、運営権や利用権を中国

                                                   
28 米国防総省議会報告「Military and Security Developments Involving the People’s Republic of 

China 2018」2018 年 8 月 16 日。 
29 海上保安庁「平成 28 年度 8 月上旬の中国公船及び中国漁船の活動状況について」2016 年 10 月 18 日 

https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/1608-senkaku.pdf、2018 年 10 月 18 日閲覧。 
30 本論､第 2.(3)項。 
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が取得した港湾等は数多くある。これらを纏めたものが下表であり、この表に現れた港湾

及びその近接海域こそ中国政府の重視する地域、つまり「海外利害密接関係地域」に合致

するものと考えられる。 

中国が運営権等を取得した港湾（図表-4） 

港湾等 国 名 運営権等 

ダーウィン港 オーストラリア 2015 年、99 年間の運営権取得 

チャオピュー地区 ミャンマー 大型港や工業団地の整備に協力 

ソナデイア港 バングラデシュ （中国が港湾建設を持ち掛けたが頓挫） 

ハンバントタ港 スリランカ 2017 年 7 月、99 年間の運営権取得 

クワダル港 パキスタン 2015 年、43 年間の用地利用権取得 

ドゥクム港 オマーン 工業団地の整備に協力 

ハリファ港 UAE 2016 年、埠頭の 35 年間の利用権取得 

ピレウス港 ギリシア 2009 年、埠頭の 35 年間の利用権取得 

2016 年、港湾全体の運営権取得 

ティバサ地区 アルジェリア 大型港の整備に協力 

ゼーブルージュ港 ベルギー 2017 年 9 月、港湾運営会社を買収 

（出典：「中国海洋強国へ着々」日本経済新聞、2018 年 2 月 25 日） 

おわりに～地経学的視点からの考察 

本論では、習近平が掲げる「一帯一路」構想の下に人民解放軍海軍がどのような兵力整

備を進めていくのかについて考察してきたが、最後に当たり、この「一帯一路」は、地経

学（Geo-economics）の視点から捉えておく必要があることを注意喚起しておかなければ

ならない。米外交問題評議会の Robert D. BLACKWILL 上級研究員は、地経学を「経済的

手段を使い地政学上の目的を追求すること」と定義した。まさに中国は、「一帯一路」構想

という経済的手段を使い「中華民族の偉大な復興」という地政学上の目的、中国の夢を実

現しようとしている。中国の大企業の多くは国営企業であり、中国政府は容易かつ強力に

経済政策を押し進めることができる。歴史上、中国の様に、一つの政府がこれほど多くの

富をコントロールし得る国はかつてなかった。「一帯一路」は人類が初めて経験する巨大な

経済圏構想なのである。習近平が繰り返し云うように、「一帯一路」が「平和協力、開放･

包容、相互学習、互恵･Win-Win」の精神を受け継ぐのであれば真に歓迎すべきことなので

あるが、この構想の裏には、中国政府の地経学的な意図があり、既存の国際ルールを自分

達の生存及び繁栄に適したルールに変えているようにも見える。中国の民主活動家、劉暁

波氏にノーベル平和賞を授与したノルウェーや、ミサイル防衛システム（THAAD）を導入

した韓国は、中国政府から激しい経済的な報復を受けた。資本主義の市場は自由競争が原

則であり、資源配分は民間主導で行われる。この自由を求める世界に出現した近代的社会

主義を標榜する国に、人類はどう対処すべきなのか、神の「見えざる手」に導かれるのか、

習近平の手により掻き回されるのか。 （了） 


